ブティック社の本

2019年9月発売

ISBNコード/誌名

表紙

内容

貴店に配本及び店頭在庫が無い場合はぜひご注文下さい。
ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

レディブティックシリーズ №4824
大人の手編みスタイルvol.12

パッチワーク教室2019年秋号
発売日

NOW
PRINTING

NOW
PRINTING

9月4日 本体 907円 雑誌コード
4910175071094 00907

特集「いろいろなシーンで使える小
さなバッグ」では、実用的でコンパク
トなバッグを掲載。クリスマスやリボ
17507-10 ンパターンの作品も見どころ。

とじこみ付録 実物大の型紙付
「着回しの利くジャケットを作ろう」
レディブティック2019年10月号
「オータムカラーで楽しむおしゃれ
」「すぐに作れる！ウエストゴムのボ
トム」「60代からのカジュアルスタイ
雑誌コード
発売日 9月6日 本体
09647-10
824円
ル提案」 「今欲しいバッグはサコッ
4910096471096 00824
シュとショッピングバッグ」
四季を通して楽しめる庭を巻頭に
収納や庭のメンテナンスなど秋から
エクステリア＆ガーデン2019年秋号
冬への季節の特集。手間要らずの
庭やカラーコーディネート、和風・モ
ダンエクステリアなど新築からリ
発売日 9月14日 本体 1204円 雑誌コード 12045-10
フォームまで外構と庭づくりのアイ
デア満載！
4910120451094 01204

NOW
PRINTING
発売日

発売日

NOW
PRINTING

発売日

発売日

表紙：松岡茉優 今年もやってき
ネイルUP!2019年11月号
た！ハロウィンネイル、令和的オー
タムレインボーの取り入れ方、他。
特別付録小冊子「ネイルデザインカ
9月21日 特別本体 725円 雑誌コード 07225-11 タログ」付

雑誌コード

今注目の編み地から定番で人気
デザイン復刻版まで幅広く集めた
「手編みのおざぶ決定版」リフ編
み、クロコダイル編み、コイル編
み、ドミノ編みなどポイントプロセ
雑誌コード
69697-45
本体
9月5日
1204円
ス解説付き。オールカラーでわか
ISBN 978-4-8347-4845-1
りやすく紹介。

発売日

90～120cmサイズのキッズのため
の手編みニットの本。気軽に編め
ておしゃれなデザインのウエアや
かんたんでかわいいこものなど多
69697-46
数掲載。

9月5日 本体 1111円
ISBN 978-4-8347-4846-8
雑誌コード

ドールになりきれるお洋服と小
物、セーラーカラーの手作り服。
はじめてでも作れる簡単ソーイン
乙女のソーイングBOOK14
グ、キュートなハンドメイドコス
チューム、チョコレートプリントのお
9月11日 本体 1500円 雑誌コード 69697-67 洋服など豊富なテーマを掲載。す
べて作り方付き。
ISBN 978-4-8347-4867-3

レディブティックシリーズ

№4867

№4870

大人の女性向け秋冬二ットウエア
集。シンプルで編みやすいべストか
ら編み応えのあるプルオーバー、
カーディガンなど、程良く流行を取り
69697-22 入れた若々しいデザインを紹介。帽
子、マフラー3点を含む全27点。

レディブティックシリーズ
ハンドメイドワークウエア
日々のかっぽう着

9月5日 本体 1000円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4822-2

発売日

糸の持ち味を生かした美しい編地
に心ひかれる秋冬二ット作品集。ベ
スト、プルオーバー、カーディガン、
小物などミセスらしい上品なデザイ
69697-23 ン満載で全29点。編み図も作品も
見やすい大判サイズの一冊。

レディブティックシリーズ №4823
秋冬＊ミセス手編みコレクション26

発売日

帳合・番線印

ハンドメイドのかっぽう着の本。ス
タンダードなタイプからエプロンド
レスやコックシャツのようなデザイ
ンまで。三角巾などの小物や、
69697-70 キッズサイズのかっぽう着も掲
載。

9月2日 本体 1204円
ISBN 978-4-8347-4870-3
雑誌コード

日常で飾れる花のくすだまの提
案。さりげなく飾る一輪挿しのポッ
ト型の作品から、半球にまとめて
くすだま折りの花小物
棚やデスクに飾る置き飾り、定番
9月2日 本体 1204円 雑誌コード 69697-71 の球体くすだまで飾るシチュエー
ションと難易度に合わせて選べる
作品をたっぷり掲載。
ISBN 978-4-8347-4871-0

レディブティックシリーズ

9月5日 本体 972円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4823-9

㈱ブティック社

9月5日 本体 926円
ISBN 978-4-8347-4824-6

レディブティックシリーズ №4846
たくさん編みたい！
かわいいキッズニット

レディブティックシリーズ №4822
大人の秋冬 素敵な二ット

発売日

大人世代に似合う、手編みのウエ
ア、小物をご紹介。糸の持ち味を
活かしたスタイリッシュなデザイン
69697-24 を23点掲載。

レディブティックシリーズ №4845
手編みのおざぶ 決定版

4910072251193 00725

発売日

内容

№4871

〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

注文日付
ご担当者名

TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）

TEL

FAX: 03(3234)2135 (販売部直通）※お掛け間違いのないようご注意ください

FAX

年

月

日

注文冊数

ブティック社の本

2019年9月発売

ISBNコード/誌名

表紙

レディブティックシリーズ

発売日

内容

貴店に配本及び店頭在庫が無い場合はぜひご注文下さい。
ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

№4878

№4872

発売日

ISBN 978-4-8347-4872-7

NOW
PRINTING
発売日

フェルトで作るかわいいおままごと
の本。作って遊んで親子やお友達
もっと遊ぼう！フェルトおままごと
といっぱい楽しもう。アイシングクッ
キーやパフェ、ハンバーガー、ピ
9月3日 本体 1111円 雑誌コード 69697-73 ザ、お弁当などおいしそうな作品が
いっぱい！

№4873

NOW
PRINTING
発売日

発売日

レディブティックシリーズ

№4875

ISBN 978-4-8347-4875-8

ディズニーキャラクターの世界感
を、世代を超えて楽しめる木製玩具
ディズニーKIDEA 刺しゅう図案集
シリーズ「ディズニーKIDEA」のデザ
インを刺しゅうにアレンジ！かわい
9月9日 本体 1111円 雑誌コード 69697-76 いキャラクターがいっぱいの図案集
です。

NOW
PRINTING
発売日

№4876

№4877

発売日

月刊雑誌｢レディブティック｣より人
気のあったワンピース、セットアッ
改訂版 ハイミセスの手作り服
プ、スーツ、ジャケット、フォーマル
ウエアなど好感度なスタイルをデ
9月18日 本体 1150円 雑誌コード 69697-82 ザイン別に作り方付きでご紹介し
たお得な一冊。

レディブティックシリーズ
NOW
PRINTING
発売日

ISBN 978-4-8347-4876-5

ディズニーの積み木KIDEAが手作
りカードに！おしゃれなKIDEAの世
レディブティックシリーズ
界観そのままにバリエーション豊富
ディズニーKIDEA 手作りカード
な作品をたっぷり紹介。ミッキーが
作れる材料付きですぐに作れる。シ
雑誌コード
69697-77
本体
9月11日
1204円
ンプルなシルエットの作品も多く、
初心者にもおすすめ！
ISBN 978-4-8347-4877-2

№4880

№4881

ディズニーキャラクターを編み込ん
だ、トートバッグ、タブレットケース
ディズニー編み込み模様のニット小物
や人気のがま口バッグ、ポーチ、
ペットボトルホルダーなど若い女性
発売日 9月28日 本体 1204円 雑誌コード 69697-75 や子供まで持てる二ット小物が満
載！
レディブティックシリーズ

フェルトを切って貼るだけで本格
的なおしゃれな花を作ることがで
フェルトで作る大人の花101
きる。すべて茎付の花なのでアク
セサリーなどに活用しやすい。101
9月9日 本体 1500円 雑誌コード 69697-79 種類の花の作り方をオールプロセ
ス解説。

№4879

表紙：小芝風花 まっすぐフォル
ムを中心に、伝統柄やモチーフ編
みなど編みごたえのある作品も掲
かんたん楽しい！手編みの時間vol.5
載。レディース、メンズ、キッズ、ベ
ビー、ハイミセスと幅広い年代に
発売日 9月11日 本体
800円 雑誌コード 69697-80 対応。一部写真プロセス解説付
き、とじこみ小冊子付き。
ISBN 978-4-8347-4880-2
秋冬に作って着たい服を作り方付
レディブティックシリーズ
きでご紹介。まっすぐ縫いで作る
大人のかんたんソーイング
服以外は実物大の型紙と応用で
2019-2020秋冬
作れます。トップス、チュニック、ワ
ンピース、ボトム、コートなど程よく
発売日 9月13日 本体 1000円 雑誌コード 69697-81
流行を取り入れた着心地の良い
服と小物全73点掲載。
ISBN 978-4-8347-4881-9

№4874

ISBN 978-4-8347-4874-1

NOW
PRINTING

雑誌コード

ISBN 978-4-8347-4879-6

シニア世代にぴったりのおしゃれな
気分上々 シニア世代の秋冬服
秋冬服を掲載。防寒対策をしつつ、
スタイル良く見せる服を載せていま
9月3日 本体 1204円 雑誌コード 69697-74 す。

レディブティックシリーズ

9月9日 本体 1250円
ISBN 978-4-8347-4878-9
レディブティックシリーズ

ISBN 978-4-8347-4873-4

レディブティックシリーズ

編み地が主役の｢ワンダー二ット｣
フォルムはシンプルで編みやすく
工夫した毎日のワードローブに加
えたいウエアと小物の本。初級者
69697-78 から中級まで編みごたえのある作
品24点掲載。

レディブティックシリーズ
毎日着たい
編み地が主役のワンダーニット

インスタでも大人気のレジン作家6
レジンで作る 幻想アクセサリー
名の独創的な作品を一挙に紹介。
とっておきのテクニックや丁寧なレ
9月2日 本体 1111円 雑誌コード 69697-72 シピ解説も魅力。

レディブティックシリーズ

内容

№4882

ISBN 978-4-8347-4882-6

帳合・番線印

㈱ブティック社
〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3
TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）

FAX: 03(3234)2135 (販売部直通）※お掛け間違いのないようご注意ください

注文日付
ご担当者名

TEL
FAX

年

月

日

注文冊数

ブティック社の本

2019年9月発売

ISBNコード/誌名

表紙

クライ・ムキが提案する「ニット地で
作る大人服」の本が好評につき、新
改訂版 ニット地で作る大人服
規作品を追加した改訂版。Tシャ
ツ、ワンピース、コートなど流行を程
9月18日 本体 1250円 雑誌コード 69697-83 良く取り入れたオールシーズンウエ
アで全33点。
レディブティックシリーズ

発売日

内容

貴店に配本及び店頭在庫が無い場合はぜひご注文下さい。
ISBNコード/誌名

表紙

注文冊数

№4883

ユニコーン、ペガサスなどゆめかわ
の動物、アルパカやうさぎ、ねこな
大きな編み図で見やすい
どお馴染みの動物、縁起物のフク
かわいいあみぐるみたち
ロウやねずみ、着せ替え人形など
盛り沢山のラインナップで掲載。編
雑誌コード
69697-84
9月19日 本体 1150円
み方が大きな図で見やすく、初心
者にもお薦めの一冊。
ISBN 978-4-8347-4884-0

NOW
PRINTING
発売日

NOW
PRINTING

発売日

NOW
PRINTING
発売日

№4884

発売日

№4885

パーティーの彩りやテーブルフラ
ワーにぴったりの存在感抜群な
改訂版 手作りの
ペーパーフラワーの作り方を紹介。
ジャイアントペーパーフラワー
いろいろな厚紙を花びらの形に切
り、組み合せるだけで作れる作品を
発売日 9月28日 本体 1350円 雑誌コード 69697-86
掲載。初心者でもわかりやすく写真
付きでオールカラー解説。
ISBN 978-4-8347-4886-4
絹糸でかがられた模様が美しい加
賀ゆびぬき。初心者向けの作品を
レディブティックシリーズ
中心に作り方を写真で丁寧に解
はじめて作る加賀ゆびぬき
説。基本の指ぬきの他に、ピアスや
ネックレス、帯締めに最適なミニサ
発売日 9月28日 本体 1500円 雑誌コード 69697-87
イズのゆびぬき土台が作れるス
ケールも掲載。
ISBN 978-4-8347-4887-1

9月4日 本体 1407円
ISBN 978-4-8347-7580-8
雑誌コード

K22
発売日

№4886

㈱ブティック社

数々の受賞作品を生んだ全国の
有名ガーデンデザイナーエクアラ
イブの施工実例集第7弾。「こんな
お庭が欲しい！」を実現させた全
62458-80 国約50の実例を厳選！永久保存
版。

観葉植物百科 新装版
書籍
9月11日 本体 1500円
ISBN 978-4-8347-9022-1

K23
金繕いの本
発売日

№4887

NOW
PRINTING

№1480

EXALIVE Vol.7

NOW
PRINTING

ISBN 978-4-8347-4885-7

レディブティックシリーズ

10月1日 本体 1200円 雑誌コード
ISBN 978-4-8347-4888-8
ブティックムック

少ない玉数で気軽に編み地を楽し
みながら編める小物46点。ミニマフ
少ない玉数で編み地を楽しむ
ラー、ポーチ、ネックウォーマー、帽
手編みこもの
子、ストール、バッグ他。注目のうろ
9月28日 本体 1150円 雑誌コード 69697-85 こ編みやバブルステッチなどの編
み方を写真で丁寧に解説。
レディブティックシリーズ

旬の手作りが詰まった一冊！秋
にぴったりのモフモフブローチや
ロマンチックなキャンドルの紹介。
人気作家さんの刺しゅう、レジン
69697-88 作品を紹介。イベントレポートもあ
り。

レディブティックシリーズ №4888
ハンドメイド日和vol.9

ISBN 978-4-8347-4883-3

レディブティックシリーズ

内容

書籍
9月27日 本体 1800円
ISBN 978-4-8347-9023-8

K24
ステキなアルファベットが書ける練習帖

NOW
PRINTING

発売日

帳合・番線印

書籍
10月3日 本体 1600円
ISBN 978-4-8347-9024-5

注文日付

〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3

ご担当者名

TEL: 03(3234)2081 (販売部直通）

TEL

FAX: 03(3234)2135 (販売部直通）※お掛け間違いのないようご注意ください

FAX

年

1年中楽しめる観葉植物。育つタ
イプ別のカタログ、飾り方、寄せ植
えプロセスなど内容満載。グリー
ンカタログに新規植物を多数追加
し、書籍化。
大切なうつわが直せる金繕いの
本です。金繕いの実例作品から
道具や材料、基礎を写真解説で
わかりやすく掲載。初心者向けの
新漆を使った解説、本格的な方向
けに本漆の解説など、金繕いが
しっかり学べます。
手帳やカードに書いて使えるいろ
いろなデザインのアルファべットを
55パターン紹介。書き方のコツ、
配置の仕方などを詳しく解説、そ
のままなぞれる練習帳です。

月

日

注文冊数

